
催 し

会期 4月20日㈯～6月30日㈰9:30～17:00※入館は16:30
まで。毎週月曜日休館。ただし、4月29日㈷～5月6日

（振休）は開館し、7日㈫休館 会場 新選組のふるさと歴
史館 入館料 200円※小・中学生50円

【関連行事】
①天然理心流体験入門  日時 4月27日㈯10:00～12:00 
会場 日野宿本陣 講師 井上雅雄氏（井上源三郎資料館館
長） 対象 高校生以上の方 定員 申込制で先着20人 申込 4
月5日㈮から電話、Eメール
②子孫が語る展示解説  日時 5月4日㈯、6月8日㈯17:00
～18:00 会場 新選組のふるさと歴史館 講師 土方愛氏

（土方歳三資料館館長） 定員 各日30人※申込多数の場
合は抽選 費用 入館料別途 申込 4月10日㈬（必着）まで
に〒191-0016神明4-16-1新選組のふるさと歴史館へ
往復はがき で。住所、氏名、電話番号、希望日を記入（1
人1枚）
③講演会「土方歳三と戊辰箱館戦争」 日時 5月25日㈯
14:00～16:00 会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※直接会
場へ 講師 宮地正人氏（東京大学名誉教授） 定員 先着120
人 費用 100円（資料代）
④講演会「戊辰戦争と土方歳三」 日時 6月22日㈯14:00
～16:00 会場 ひの煉瓦ホール（市民会館）※直接会場へ 
講師 保谷徹氏（東京大学史料編纂所所長） 定員 先着120
人 費用 100円（資料代）

エル・プロダクツ＆さくらさくらカンパ
ニー友情公演「新撰組余話� 月の舟」

「Déjà�Vu～碧血の夢」�
日時 5月11日㈯昼の部13:00から、夜の部17:30から 会場 
ひの煉瓦ホール（市民会館） 内容 ひの新選組まつりだ
けのコラボ。舞台を彩る二つの「新選組」の物語 費用 
2,000円※全席自由席。チケット販売の詳細は、エル・
プロダクツ HP（http://斬心.jp/）、さくらさくらカンパ
ニー HP（http://fakikaku.com）へ 問 エル・プロダク
ツ（ bushidoo_@infoseek.jp）、さくらさくらカン
パニー（ sakura2com@fakiku.com）

記念行事・フェスタ・複合イベント
第19回さくらの集い
� 1008094ID

　多摩川の堤防に市民、団体などが
協力して植樹したオオシマザクラの
成長を見守るとともに、市東部地区
の活性化を図るため「さくらの集い」
を開催します。
日時 4月14日㈰10:00～12:00※雨天中
止 会場 日野橋南詰交差点東側の多摩
川堤防沿い※下図の通り 内容 式典、
お花見 問 緑と清流課（☎514-8307）

駐車場

会場
多摩都市モノレール

日野橋

256256 甲州街道駅

■会場案内図

※9:00～15:00会場付近は車両通行止めと
なります。ご理解・ご協力をお願いします

交通規制
（通行止め）

生活・環境
多文化ひろば「あいあい」の集
い� 1008102ID

日時 4月20日㈯10:00～13:00 会場 平
山交流センター※直接会場へ 内容 さ
まざまな国や地域にルーツを持つ親
子が集まりおしゃべりや料理をしま
す 費用 材料費実費 問 子ども家庭支
援センター（☎599-6670）

日野市ひきこもり対策支援事
業～個別相談会（予約制）
� 1003310ID

日時 原則毎月第3水曜日①13:30～15:
00②15:30～17:00 会場 市役所2階面
接室 対象 6カ月以上ひきこもりなど
の状態にある市内在住者および家族 
定員 各回1人 申込 電話または直接窓
口へ 問 セーフティネットコールセ
ンター（☎514-8542）

普通救命講習� 1002423ID

日時 4月21日㈰9:00～12:00 会場 日野
消防署 内容 心肺蘇生、AEDの使用
方法、窒息の手当、止血の方法など

 定員 申込制で先着10人 費用 1,400円
（テキスト代） 申込 4月1日㈪から電
話 問 日野消防署（☎581-0119）

新卒応援!第1回合同企業説明
会� 1003501ID

日時 4月10日㈬13:00～16:30※受付は
12:30～16:00 会場 京王プラザホテル
八王子 問 東京しごとセンター多摩

（☎042-329-4524）

援農・野菜栽培塾6期生募集
� 1011428ID

日時 4～12月の第2・第4日曜日 午前
※行事などで一部変更あり 会場 七ツ
塚ファーマーズセンター 講師 援農
の会会員 対象 年間参加でき、説明
会に必ず出席できる方 定員 若干人 
費用 1,000円（保険料、収穫祭など） 
申込 4月10日㈬までに日野人・援農

の会（佐藤☎581-4407  t-satou@
jcom.zaq.ne.jp）へ電話またはEメ
ールで。住所、氏名、電話番号を記
入 問 都市農業振興課（☎514-8447）

キャリアアップ講習4月募集
� 1008142ID

募集科目 ①ネットワーク構築法（基
礎）②インバータ技術によるモーター
制御③表計算（EXCEL）中級④Java 
Script対象 中小企業に在職中の都内
在住・在勤者 費用 ①③④6,500円②
4,300円 その他 申込方法など詳細は
問い合わせを 会場・問 多摩職業能力
開発センター府中校人材育成プラザ

（☎042-367-8204）

東京しごとセンター多摩の就
業支援（4月）� 1003501ID

　全年齢対象・面接直前対策セミナ

ー・就職面接会（立川市会場）、29歳
以下対象・若者と企業の交流会（国
分寺市会場）など多数の講座があり
ます。
　詳細は東京しごとセンター多摩 
HP をご覧ください。
問 同施設（☎042-329-4524）

女性限定�傷ついた心の回復
を目指す講座「DVやいじめに
ついて知ろう」� 1011384ID

日時 4月20日㈯13:30～16:30 会場 多摩
平の森ふれあい館※直接会場へ 講師 
Shiori氏（レジリエンスファシリテー

ター養成講座修了）など 費用 500円
以内※支払いできる範囲で その他 1
歳～未就学児の保育あり（4月10日㈬
までに電話、ファクスで申し込み）。
手話通訳あり（要相談） 問 男女平等
課（☎584-2733 FAX 584-2748）

▲慶応元年　大福帳（草津宿本陣所蔵）

▲志大略相認書（個人所蔵）

参加費無料　5月12日㈰開催　第22回
ひの新選組まつり～市内小・中学生の隊
士パレード参加者募集� 1011349ID

対象 春日隊…市内在住の小学5・6年生、市村鉄之助役
および白虎隊…市内在住の中学生※小学生は保護者の
送迎・同伴が必要定員 春日隊70人、市村鉄之助役1人、
白虎隊15人※申込多数の場合は抽選 その他 衣装は実行
委員会が用意 申込 4月18日㈭までに〒191-8686日野市
役所シティセールス推進課（ FAX 583-4483  kanko@
city.hino.lg.jp）へ はがき、Eメールまたはファクスで。
住所、氏名、学年、連絡先を記入 問 シティセールス推
進課（☎514-8461）

新選組のふるさと歴史館�没後150年特別
展「土方歳三ー史料から見たその実像」
�問 新選組のふるさと歴史館（☎583-5100）

1011312ID

　本展では、土方歳三が浪士組に参加するまでの多摩
地域での活動や、近藤勇の死後に旧幕府軍と共に箱館

（函館）まで転戦し、戦死するまでの過程にも注目し、
史料からその実像に迫ります。

日時・内容 下表の通り 対象 講座に8割以上出席できる18歳以上（高校生
を除く）の市内在住・在勤・在学者 定員 先着10人 費用 2,000円（材料費、保
険代など） その他 講座に8割以上の出席者には、市から認定証が発行さ
れます 申込 4月3日㈬～24日㈬（必着）までに〒191-0052東豊田3-26-1カ
ワセミハウス（FAX 581-1164）へはがき、ファクスで。住所、氏名、年齢、
電話番号、Eメールアドレスを記入 問 カワセミハウス（☎581-1164）
■講座日程表
回 日 程 時 間 講座内容

① 5月24日㈮ 10:00～15:00 開講式、日野市の公園緑地、黒川の植物、
オリエンテーション など

② 6月28日㈮ 10:00～16:00 黒川清流公園の湧水はどこから来るのか?
黒川清流公園の全体観察・歴史、地形

③ 7月14日㈰ 9:30～16:00 雑木林の保全と管理・活用方法、安全管理・
安全対策

④ 8月17日㈯ 9:30～16:00 道具の正しい使い方と実際の作業
（鎌、のこぎり、なた、剪定バサミなど）

⑤ 9月27日㈮ 10:00～16:00 黒川清流公園の水生昆虫
黒川清流公園で虫の気持ちを考えよう 

⑥ 10月25日㈮ 10:00～16:00 目的に沿った公園の手入れ作業
⑦ 11月29日㈮ 10:00～15:00 トコロジストになろう!!

⑧ 12月20日㈮ 10:00～15:00 黒川清流公園徒然雑記
黒川清流公園。とりの鳥しらべ

⑨ 1月31日㈮ 10:00～15:00 生物多様性って、なに！
⑩ 2月28日㈮ 10:00～15:00 黒川清流公園の自然を考える

小論文提出　テーマ：本育成講座受講の動機と今後の自身の目標について

⑪ 3月27日㈮ 10:00～12:00 認定書授与、感想、抱負
マイスターの今後の展開について

※会場 ①⑪カワセミハウス、②～⑩カワセミハウス、黒川清流公園

黒川マイスター講座受講生募集
黒川清流公園の魅力を伝え、自然環境の保全を担うリーダーを育成

1008074ID
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